
１．目的
　キャリアデザインによるまちづくりにおいては、自らの住む地域を知って地域コミュニティの一員と
しての自覚と誇りをもち、さらに能動的に動く自立した市民が望まれる。そのあり方の一つとして、自
らの住んでいる地域の文化や歴史に目を向けて自主的に調査研究活動を行うグループが挙げられる。こ
の市民の自主研究グループを育成していくことが当館の事業の大きな柱の 1つとなっている。
　野田市には野田市文化団体協議会をはじめとして、市民の文化団体が数多く存在するが、自主研究グ
ループはそれら既存の団体とは異なり、当館で開催される事業をきっかけとして発足する。博物館や市
民会館を拠点として活動を行い、その研究成果を企画展などの形で博物館に還元していくなど、協働で
まちづくりを担うパートナーとして位置づけられる。
　博物館はグループの育成のために、地域の歴史・文化・自然に関する連続講座を実施し、講座終了後
に活動の継続を呼びかける。また、連続講座の講師も市民の学識経験者に依頼し、グループが結成され
た際は講師がリーダーとなって主導的な役割を果たしてもらう。学芸員は人材バンクに登録された情報
をもとに同じような興味関心を持つ人たちを集めたり、研究発表の場を確保するなどのサポートを行う。

２．自主調査研究グループ「なつかしの道具探究会」の活動履歴
　昨年度に「野田に生きた人々　その生活と文化　2014」展で昭和期の家庭の居間を再現することを決
定したことを受けて、その準備、設営を進めた。また、開幕後は小学校の団体見学の際に当時の様子を
説明した他、会期中のギャラリートークでは話者として参加した。さらに、平成 27 年度の市民の文化
活動報告展で「昭和（戦後）のくらしと道具」をテーマとした展示を行うことを決定し、資料や家屋の調査
や撮影、展示の方針や目標設定等の準備を進めた。

３．展望と課題
　平成 23年度に結成した「なつかしの道具探究会」については、今年度内で博物館のサポート期間であ
る 3年を経過したため、自主的な組織の運営、活動ができるよう会の組織体制を決定した。
　今年度で博物館がサポートを行う自主研究グループが全て自立したため、今後は新たな自主研究グル
ープの立ち上げに向けた企画の検討やテーマとなる資料の選定を行う必要がある。

キャリアデザイン事業
市民の自主調査研究グループ育成
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１．概要と目的
　平成 25 年度に、当館学芸員 1名が、文部科学省生涯学習政策局が実施する平成 25 年度学芸員等在
外派遣研修制度を利用して英国を訪問し、ロンドン博物館等 10数館のミュージアムを訪ね、「博物館に
おけるソーシャルインクルージョン活動」のテーマで調査を行った。本事業は、研修地の一つホーニマ
ン博物館で行っていたコミュニティ連携のプログラムを参考にワークショップ形式で実施した。
　事業の目的は、今まで博物館を使ったことのない人やコミュニティに、博物館に触れていただくこと
である。また、グループ活動に使っていただくための考え方の提案やアイデアの交換によって、今後、
福祉コミュニティと当館の連携がより積極的に行えるようなプログラムを作成することをねらいとした。

２．内容 

３．振り返り
　本事業は、市内の福祉施設のスタッフや福祉系のボランティア活動に取り組む人たちを対象としたも
のである。今回は、市内で利用者が立ち寄り自由におしゃべりができる施設「しゃべり場だんだん」の協
力を得て実施した。
　参考とした英国のホーニマン博物館のプログラムは、施設等のスタッフを対象として、博物館の利用
の仕方を学ぶ内容であったが、当館では、だんだんのスタッフと利用者一緒に行った。スタッフには、
当館で利用可能なさまざまな資源を知っていただけたと思われる。だんだん利用者にとっては、いつも
の「だんだん」のおでかけ版のようなものと捉えていただけるよう、十分なコミュニケーションの時間を
とり、さらに 2回目では博物館の資料を利用して回想法的な要素も取り入れるなどして、リラックス
して参加してもらえるよう留意した。
　スタッフ、利用者ともに、初来館の人が多く、おおむね企画意図通りの形で実施できた。参加者から
は「また来たい」「次はこういったことがやりたい」という意見も聞かれ、今後他の福祉コミュニティにも
プログラムの提案をするために、手ごたえを感じることができた。

キャリアデザイン事業

福祉施設スタッフと利用者のための博物館魅力発見！
実施日：第 1回　3月 4日（水）
　　　　第 2回　3月 27日（金）
時　間：各回とも 13時 30分～ 16時
場　所：博物館、市民会館　竹梅の間、雪月の間
参加費：無料
参加者： 市内福祉施設「しゃべり場だんだん」のスタッフと
　　　　　利用者　第 1回 9人、第 2回 6人

事業区分：委託事業

第 1回
第 2回

月　　日
3月 4日（水）
3月 27 日（金）

内　　　　容
博物館で「つながり」探し
博物館のモノに触れよう
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１．概要と目的
　NPO法人野田文化広場が設立当初より開催してきた講座を博物館自主事業という形で継続実施して
いる。まちの仕事人講話では、「仕事とは何か？」をそれぞれの仕事道の経験者に直接語ってもらい、仕
事や職業についての理解を促す。芸道文化講座では地域の文化を話題にするばかりでなく、国内や海外
の文化を題材にして、文化がもつコミュニケ－ションの可能性を描きだすことを目的とする。各回異な
る仕事、テーマについて講義していただく講師は野田市民を中心に依頼している。また講座の最後に
は懇談の時間（約 30 分）を設け、講師と参加者、あるいは参加者同士のコミュニケーションの時間をと
っているのが特徴である。

２．内容 

キャリアデザイン事業

寺子屋講座　まちの仕事人講話・芸道文化講座
実施日：毎月第 1、3日曜日　各 12講座
時　間：各回とも 13 時 30分～ 15時 30分
場　所：市民会館
資料代：大人 500円、学生（高校生以上）250円、中学生以下無料
※実施日、時間、場所はいずれも通常の場合。各回の詳細は２．内容に掲載。

事業区分：自主事業

第109回
仕事人
講　師　　玉澤美紀氏（元九谷・絵付職人　現野田・陶芸作家）
4月 6日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　19人

「のぞいてみよう！磁器を彩る絵付職人の技」

第109回
芸道
講　師　　宇田川進氏（野田市美術刀剣会会長）
4月 20日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　15人

「日本刀鑑賞の基礎知識」

第110回
芸道
講　師　　桝田廸子氏（元下河岸廻船問屋）
5月 4日（日） 下河岸、桝田家住宅 参加者　30人

「野田市下河岸物語」

第110回
仕事人
講　師　　髙梨綾子氏（しゃべり場だんだん主宰）
5月 18日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　34人

「「しゃべり場」って、どんなとこ？～話し相手のいない人達へ～」

第111回
芸道
講　師　　茂野柰園氏（読売書法会幹事 /三友書園主宰）
6月 1日（日） 市民会館　雪月桃の間 参加者　21人

「ミニ色紙に好きな言葉（文字）を書こう！」

し　も　　　　が　　　　   し
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第111回
仕事人
講　師　　中村富隆氏（元繊維関係団体勤務）
6月 15日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　9人

「繊維って何だろう？～歴史・文化から製法まで～」

第113回
芸道
講　師　　田中和孝氏（野田エコライフ推進の会代表／気象予報士）
8月 3日（日） 市民会館　雪月桃の間 参加者　13人

「異常気象と温暖化」

第113回
仕事人
講　師　　武田広子氏（㈱野田自然共生ファーム・飼育員）
8月 17日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　19人

「コウノトリと飼育員のおはなし」

第114回
仕事人
講　師　　野﨑佳代氏（整理収納アドバイザー）
9月 21日（日） 市民会館　雪月桃の間 参加者　17人

「心が変われば暮らしが変わる～整理収納の意味と理想の自分～」

第114回
芸道
講　師　　石川雅浩氏（野田スカイスポーツ振興会（NSSP）会長）
9月 21日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　17人

「夢に向かってテイクオフ！～スカイスポーツの世界へようこそ！～」

第115回
仕事人
講　師　　田口一夫氏（元金融機関勤務／ライフコンサルタント）
10月 5日（日） 市民会館　雪月桃の間 参加者　10人

「ドラマとはちがう！？銀行のおしごと」

第115回
芸道
講　師　　大瀬由生子氏（料理研究家／Vege Labo 代表）
10月 19日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　13人

「知って得する！野菜入門～見なおしてみよう、食べ方・選び方～」

第116回
仕事人
講　師　　野口石夫氏（元帝都高速度交通営団（現東京メトロ）車両部勤務）
11月 2日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　18人

「鉄道マンから見た首都圏鉄道事情」

第116回
芸道
講　師　　髙梨東道氏（土人形収集家）、横山千晶氏（鵜渡川原人形伝承の会会長）、本間光枝氏・松浦正子氏（鵜渡川原人形　絵付け実演と語り）
11月 16日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　41人

「日本の土人形の魅力～鵜渡川原人形の絵付け実演を通して～」

第112回
芸道
講　師　　若菜三郎氏（千葉市立郷土博物館学芸員）
7月 6日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　15人

「地図製作へのこだわり～鳥瞰図作家峰庫治～」

第112回
仕事人
講　師　　三浦玲音氏（カイロプラクティック健美館総院長／マタニティ・セラピスト）
7月 20日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　9人

「自分の健康は自分しだい！～やってみよう、カイロプラクティック～」

みねくら　　じ

う　　　　　　ど　　　　が　　わ　ら
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第117回
仕事人
講　師　　田尻美和子（野田市郷土博物館学芸員）
12月 21日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　42人

「英国・ロンドンのミュージアム事情～ソーシャル・インクルージョンのとりくみ～」

第118回
仕事人
講　師　　長谷川英則氏（快眠アドバイザー／ピローアドバイザー）
1月 18日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　21人

「知っていますか？正しい布団の選び方、使い方～布団と健康の密接なカンケイ～」

第118回
芸道

講　師　　新保國弘氏（東葛自然と文化研究所所長）
1月 18日（日） 市民会館　雪月桃の間 参加者　19人

「利根運河の5つの寄航場～蒸気船で栄えた運河のまちなみ～」
※平成26年度地域連携巡回展「通運丸で結ばれた関宿・野田・流山」協力企画

第117回
芸道
講　師　　伊藤保氏（北部公民館版遊会会員）
12月 7日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　40人

「再発見！木版画の魅力～見かた、彫りかた、刷りかたエトセトラ～」

第119回
仕事人
講　師　　勝田茂氏（㈱渋屋塗装工業代表取締役）
2月 1日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　17人

「柿渋からはじまった塗装業」

第119回
芸道
講　師　　劉勝彦氏（絵はがき収集家）
2月 15日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　22人

「悩み多きコレクター人生～収集から処分まで～」

第120回
仕事人
講　師　　児玉和雄氏（元書店・印刷会社勤務）
3月 1日（日） 市民会館　雪月桃の間 参加者　13人

「本のぬくもり届けます」

第120回
芸道
講　師　　須田敏男氏（歌謡史研究家）
3月 1日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　14人

「昭和歌謡史パート4　1960～1969　虚脱感から「上を向いて歩こう」へ」

３．振り返り
　例年通り多彩な講座内容となった。講師には市民会館の貸部屋利用者やかつての展示協力者、博物館
ボランティアなど、従来から博物館・市民会館を利用していた方々も多く、講師を務めていただくこと
でより近いコミュニケーションが出来るようになった。また、本年度は千葉県立関宿城博物館と流山市
立博物館で開催された地域連携巡回展への協力や、野田市が取り組んでいるコウノトリの飼育施設から
講師を招くなど、博物館近隣の施設との連携強化も図ることができた。
　参加者総数としては例年並みであったが、今年も大学の授業の一環で参加する学生が多く見られた。
それ以外の参加者は高齢の方が多いが、授業の一環で参加している学生が、講座の休憩時間や終了後に
講師や参加者にインタビューを行う姿も見られ、講座とはまた別の形で世代を超えたコミュニケーショ
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ンが行われていたことは喜ばしい事であった。スタッフ数については例年と変わらず平均して 3～ 4人
での運営が続いており、比較的安定した運営ができたと感じられた。

第 110回仕事人「「しゃべり場」って、
どんなとこ？～話し相手のいない人達へ～」

　第 111回芸道
「ミニ色紙に好きな言葉（文字）を書こう！」

第 112回芸道
「地図製作へのこだわり～鳥瞰図作家峰庫治～」

第 109回芸道「日本刀鑑賞の基礎知識」 第 110回芸道「野田市下河岸物語」

第 111回仕事人
「繊維って何だろう？～歴史・文化から製法まで～」
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第 115回仕事人
「ドラマとはちがう！？銀行のおしごと」

 第 115回芸道「知って得する！野菜入門
～見なおしてみよう、食べ方・選び方～」

第 116回仕事人
「鉄道マンから見た首都圏鉄道事情」

第 114回仕事人「心が変われば暮らしが変わる
～整理収納の意味と理想の自分～」

第 114回芸道「夢に向かってテイクオフ！
～スカイスポーツの世界へようこそ！～」

第 113回芸道「異常気象と温暖化」

第 113回仕事人
「コウノトリと飼育員のおはなし」

 第 112回仕事人「自分の健康は自分しだい！
～やってみよう、カイロプラクティック～」
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第 119回仕事人「柿渋からはじまった塗装業」

 第 119回芸道
「悩み多きコレクター人生～収集から処分まで～」

第 120回芸道「昭和歌謡史パート 4
1960～ 1969　虚脱感から「上を向いて歩こう」へ」

第 118回仕事人「知っていますか？正しい布団の
選び方、使い方～布団と健康の密接なカンケイ～」

第 118回芸道「利根運河の 5つの寄航場
～蒸気船で栄えた運河のまちなみ～」

第 117回芸道「再発見！木版画の魅力
～見かた、彫りかた、刷りかたエトセトラ～」

第 117回仕事人「英国・ロンドンのミュージアム事情
～ソーシャル・インクルージョンのとりくみ～」

 第 116回芸道「日本の土人形の魅力
～鵜渡川原人形の絵付け実演を通して～」
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１．概要と目的
　「聴く力」「質問の力」「承認の力」を身に付けることによって、絆を深めるコミュニケーション力を培う
こと目標として、3回構成で開催した。参加者同士で話し合いながら、ワークシートやロールプレイを
行い、他者と気持ちを通い合わせるコミュニケーションについて学んだ。

２．内容 

３．振り返り
　今回は、昨年と比してやや少ない人数の参加だったが、アットホームな雰囲気の中で、活発な意見交
換が行われた。20代から 80代まで幅広い世代の男女が参加し、世代間コミュニケーションの機会にも
なっていた。昨年度に引き続き、コミュニケーションをテーマに設定したところ、具体的な悩みと目標
をもった参加者が多く見られた。そのようななかで、本講座がその悩みを解決するきっかけとなった様
子が見受けられたのは、大変嬉しいことである。

《受講者の感想》
・お話が具体的で分かりやすかったです。これからの人間関係で言葉（想いを伝える）こと、大事にして
　いきたいです。
・「ほめる」ことが苦手だったのですが、ワークなどを通じて具体的な手法を学ぶことができ、大変参考
　になりました。この講座を通じて、わかっているようでわからない自分自身を見つめ直すことができ
　ました。いろいろな世代の、さまざまな立場の方とお話することができて、とても楽しかったです。

キャリアデザイン事業
キャリアデザイン連続講座

コミュニケーションと自己表現
講　師：坂巻美和子氏（株式会社社員教育研究室代表）
実施日：第 1回　3月 7日（土）
　　　　第 2回　3月 15日（日）
　　　　第 3回　3月 22日（日）
時　間：各回とも 13時～ 16時
場　所：市民会館　松竹梅の間
資料代：500円（全回分）
参加者： 第 1回 14人、第 2回 13人、第 3回 13人
事業区分：委託事業

第 1回
第 2回
第 3回

月　　日
3月 7日（土）
3月 15 日（日）
3月 22 日（日）

内　　　　容
会話のキャッチボールは聴く力から
モチベーションを高める質問　相手を傷つける質問
ほめことばを受ける時　ほめことばを伝える時
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１．内容
　小学生を対象に、滑石を材料にした勾玉作りの講座を実施した。

２．振り返り
　5月の連休中には企画展の関連事業として、8月は小学生の夏休み期間に合わせて実施した。作成前
には勾玉について説明を行い、当館所蔵の本物の勾玉に触れる時間を設けた。8月は、本講座では初の
試みとして市内の近隣小学校 4校全児童にチラシの配布を行い、定員を超える申し込みがあった。今後
も効果的な広報を検討しながら、実施していきたい。

１．内容
　子どもと親に日本文化の神髄である茶道に触れるきっかけを提供するとともに、本格的な日本建築で
ある市民会館と松樹庵を体験してもらうことが目的である。参加者が多かったため 3つのグループに分
かれ、基本の動作と心構えを学ぶことと、茶碗に抹茶とお湯を入れ、茶筅を使い抹茶をたてる体験、松
樹庵で所作の説明を受けながら抹茶と茶菓子をいただく体験をローテーションで行った。

２．振り返り
　市民会館に初めて来たという親子も多く、松樹庵での茶道体験も新鮮であったようで好評であった。今
回は近隣小学校4校の全児童に行きわたるようにチラシを配布したところ、定員を超えた申し込みがあっ
た。講師と相談の上、定員を超えて全員を受け入れたが、落ち着いて講座を行うためにはやはり20人程度
が適正と感じた。大勢の参加が今後も見込まれるようであれば、開催回数等を改めて検討すべきであろう。

キャリアデザイン事業
子ども・親子対象の講座

古代のアクセサリー・勾玉をつくろう！
実施日：第 1回　5月 5日（月・祝）、第 2回　8月 4日（月）
　　　　第 3回　8月 8日（金）　
時　間：各回とも 10時～ 12時
場　所：博物館前庭
材料費：100円
参加者：第 1回 14人、第 2回 38人、第 3回 37人
事業区分：委託事業

親と子の茶道講座 ～飲もう！たてよう！お抹茶体験～
講　師：五十嵐宗玲氏（裏千家茶道教室指導者）
実施日：3月 21日（土・祝）
時　間：13時 30分～ 15時
場　所：市民会館　松の間、松樹庵（茶室）
参加費：200円
参加者：37人（大人 13人、子ども 24人）
事業区分：委託事業
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１．内容と目的
　オープンサタデークラブは子どもたちの豊かな人間性や社会性を育み、国際社会に生きる日本人とし
ての下地を育む機会を地域社会全体でつくり出すことを目的に、平成 14年より市教育委員会が主催す
るものである。いけ花、日本舞踊のクラブを昨年度に引き続き実施した。18年度まで別会場で行われて
きたオープンサタデークラブの展示・発表会を、博物館・市民会館を利用して行った。

２．振り返り
　小学生に和風建築の佇まいの中で花を生ける、あるいは舞を習う以外にも、礼儀作法を学ぶ機会の提
供となっている。またクラブ終了後に博物館で展覧会を見てくれる子どもがいるのも喜ばしい。
　昨年度は大雪に見舞われ、発表の部（日舞と箏）がいずれも中止となってしまったほか、展示の部の来
場者は少なかったが、本年度は晴天に恵まれ例年並みの来場者があった。
　毎月のサタデークラブでは多くの保護者が送り迎えのために来館するため、高齢者の来館が多い当館
にとって、本事業は子どもたちや子育て世代が来館する貴重な機会となっている。また、各クラブを指
導する方々の中には博物館事業で講師を務めた方もおり、今後も単なる会場貸しに終わらない連携構築
の機会と捉えていきたい。

キャリアデザイン事業
小学生を対象とした共催事業

オープンサタデークラブ（いけ花、日本舞踊）
クラブフェスタ2015
オープンサタデークラブ
指　導：野田いけばな協会、野田日舞連盟
実施日：4月19日、5月17日、6月7日、21日 *1、7月5日、
　　　　　　9月6日、20日、10月4日、18日、11月1日 *2、15日、
　　　　12月6日、1月17日、2月7日、3月7日（いずれも土） 
　　　　*1いけ花のみ実施　*2 日本舞踊のみ実施。
場　所：市民会館　雪月桃の間（いけ花）　松竹梅の間（日舞）
参加者：のべ 148人（いけ花）　のべ 149人（日舞）

クラブフェスタ2015
実施日：2月 20日（金）、21日（土）、22日（日）
場　所：（展示の部）市民会館全館
　　　　　　　　　20日　　　　6クラブによる展示
　　　　　　　　　21日、22日　7クラブによる展示
　　　　（発表の部 *3）郷土博物館 1階展示室
　　　　　　　　　22日 14時～ 15時　箏　
入場者：のべ約 1,512 人 
*3 第23回ミュージアム・コンサートとして実施
事業区分：共催事業
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１．概要と目的
　市教育委員会が 17年度より取り組んできた「キャリア教育実践プロジェクト　中学生の職場体験」へ
の協力として、体験の受入や見学（インタビュー）の受入を行った。博物館の職員の基本的な業務内容を
知り、体験してもらうことで、この仕事で働くことの意義について学んでもらうことが目的である。

２．内容

３．振り返り
　今年度は 1校しか体験希望校がなかったが、充実したメニューで博物館業務の一通りを体験するこ
とができた。資料を取り扱う博物館特有の仕事や、チラシの配布など実務的な体験を通して学べたこと
は昨年度に引き続きよかった点である。さらに、社会人としての基本的な心構えや、広くキャリア選択
の参考となるようなアドバイスを行うようにした。特に、仕事をする上での、安全や衛生面への配慮、
リスクマネジメント、チームワークなどは、作業指導の中で説明を行った。今後も、生徒、博物館資料
ともに安全確保を十分に行いながら、質を維持していくよう努めたい。
　なお、ここ数年、当館への職場体験希望学校が少ない傾向にある。また体験生徒によっては、博物館
を第一希望としていない場合もあるため、歴史資料や博物館活動に関心が薄いことがある。職場体験受
入の体制を維持するだけでなく、そもそもの博物館の仕事の面白さ、多様さ、博物館の社会的な意義を、
先生や生徒に知ってもらうためのアウトリーチ的な取り組みも今後大切になってくるだろう。

 

キャリアデザイン事業

職場体験受入
期　間： 随時
件　数：1件 

事業区分：委託事業

月　日
6月25日（水）、
26日（木）、27日（金）

内　　容
清掃作業、整理作業、資料クリーニング、
資料撮影、チラシ配布準備、仕事見学

学校名、学年
野田市立南部中学校 2年生

人数
5人
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１．内容 
　大学の学芸員養成課程からの要請に応じて学生を受け入れた。資料整理や目録作成のほか、期間中に
開催される講座の準備や運営に関わってもらうなど、学芸業務の補助的な実習を行った。

２．振り返り
　例年行っている資料整理や収蔵庫の環境調査などの学芸業務の体験、勾玉作り体験教室や寺子屋講座
などの講座補助を行った。当館では、博物館実習のために特別なプログラムを組むというよりも、学芸
員が日常的に行っている業務を一緒に行うことを重視している。本年度は実習期間中に整理を必要とす
る資料が多かったため、例年に比べて資料を取り扱う業務が多くなった。また、博物館業務は 1人で行
うものよりも、複数の人間でチームを組んで行うものが多いため、実習も 2～ 3人ごとのグループに
分けて作業を行っている。短い期間であったが、どの実習生も真摯に取り組み、それぞれがグループ内
での自分の役割を見つけながら、いいチームワークが発揮できていると感じられた。
　また、市民会館には市民が利用できる茶室があり、そこで貸し出しをしている茶道具の整理も行った。
博物館資料ではないが、茶道具という日常では触れることが少ない道具を取り扱ったことは、同時に行
った茶室での茶道体験と合わせて、貴重な経験になったと思われる。

キャリアデザイン事業

博物館実習受入
期　間：8月2日（土）～10日（日）、9月7日（日）の9日間　
　　   　※8月 5日（火）は休館
人　数：6人（川村学園女子大学・駒澤大学・大東文化大学・
　　　　法政大学・明治大学・立正大学）

事業区分：委託事業

月　日

8月 2日（土）

8月 3日（日）
8月 4日（月）
8月 6日（水）
8月 7日（木）

8月 8日（金）
8月 9日（土）
8月 10 日（日）
9月 7日（日）

午　　後

勾玉講座準備

寺子屋講座スタッフ
資料クリーニング（御札）
資料計測・撮影（御札）
資料計測・撮影（御札）

資料計測・撮影（古写真）
収蔵庫整理
茶道具撮影・整理、茶道体験
観月会スタッフ

午　　前

ガイダンス、漫画展ギャラリートーク
参加
資料目録作成（明治期の教科書類）
勾玉講座スタッフ
資料計測・撮影（古写真）
IPM関係実習（トラップ点検・記録）、
公共施設見学会補助
勾玉講座スタッフ
資料整理（古文書）
茶道具撮影・整理
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１．概要と目的
　山中直治は大正から昭和にかけて野田尋常小学校の教員をしながら童謡の作曲をした人物で、31 年
の短い生涯の間に 200 曲もの作品を作ったといわれている。その後存在を忘れられていたが、平成 8
年の当館特別展を機に再評価され、以来コンサート等でも市民団体によって曲が披露されるようになった。
　「山中直治を歌う会」は平成 9年に結成。本コンサートは法人が主催をし、博物館展示室のグランドピ
アノを利用して自主事業として開催した。直治の童謡の普及と世代を越えた市民交流が目的である。

２．演目
　（1）斉唱　「春春春」「おしゃれの仔狐」「世界の子供」　　　（2）斉唱　「白雲」「蝶々のお花見」「鼠の祭」
　（3）ハーモニカ独奏　「利根川」「江戸川」「赤いお馬車」　　（4）斉唱　「だんだん畑」「月見草」「里の祭」
　（5）みんなで歌いましょう　～山中直治と同時代の童謡～
　（6）斉唱　「雨だれ電車」「つばめ」「こんこん小山の白狐」　（7）斉唱　「赤いお馬車」「つばめ」「江戸川」
　（8）合唱　「野田はよいとこ」「佐義長（どんど）」「鐘が鳴る」
　会場内でグラフィックデザイナー・本橋尚徳氏が各曲から着想を得て描いた童画 13点の展示を実施

３．振り返り 
　今年度は天候等にも恵まれ、来場者が例年より多かった印象である。例年、地元の和菓子屋が作って
いる直治まんじゅうを販売しているが、今年は演奏開始前にほとんど売れてしまうほど好評であった。
　例年通り秋葉啓子氏や出演者のトークをはさみながらゆったりと進めることができた。また、関宿の
コーラスグループが初めて出演するなど、関宿方面の市民団体にも関わっていただいた。みんなで歌う
コーナーでは、三友明夫氏のハーモニカと解説で、山中直治の同時代の童謡を歌うという初めての試み
を行い、時代背景の理解という新たな視点から山中直治の童謡に迫ることができた。
　会には近年新しいメンバーも加わっているようである。今後も、メンバーにとって本コンサートへの
出演が一つの励みとなるよう、博物館として引き続き協力を続けていきたい。

キャリアデザイン事業
山中直治の童謡普及

山中直治コンサート
実施日：3月 14日（土）13時 30分～ 15時
場　所：博物館 1階展示室
出　演：山中直治を歌う会（24人）、いちいハーモニー（8人）
　　　　増田奈緒美氏（フルート）、米山圭子氏（ピアノ）、
　　　　間中直樹氏（ハーモニカ）、三友明夫氏（ハーモニカ）
指　揮：秋葉啓子氏
来場者：90人
入場料：無料
事業区分：自主事業
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１．内容 
　市内のガイドボランティア団体「むらさきの里　野田ガイドの会」に委託をし、博物館・市民会館を中
心とした野田市内のガイドを行った。ガイド予約は博物館にて電話等で受付を行い、ガイドの会が担当
者などを手配している。また土・日・祝日にはガイドの会のメンバーが市民会館に駐在し、予約無しの
来館者を案内した。

*ガイドの会が直接予約を受けた人数も含む

２．振り返り
　野田市内の史跡・施設・自然をガイドする「むらさきの里　野田ガイドの会」は、野田中心市街地のま
ち歩きのみならず関宿地区や清水公園などのガイドも手がけている。またガイド料無料、人数も 1人か
ら可能とするほか、雨天時や高齢あるいは健康上の問題で長時間のまち歩きが困難な訪問者に対して
は、市内の見所の写真を取り込んだスライドショーを上映するなど、幅広いニーズに応えることで、野
田の散策を希望する市外からの訪問者やグループ、あるいは市民でまち歩きや施設見学をする者の好評
を得ている。
　本年は 10 月にガイドの会が発足 10 周年を迎えることを記念して、博物館で市民の文化活動報告展
を開催した（詳細は 32～ 37 ページ）。案内実績は本年 7月末に 4万人を突破している。平成 21年 1月
に結成 4年半で 1万人を超えたことから見れば、平成 19年度から市民会館を拠点として以降、年ごと
の案内人数が飛躍的に増えているといえよう。以前解説をしてもらって大変良かったので、友人を連れ
てまた来たという来館者も多い。また、同会会員はガイドのために博物館の所蔵する図書等を活用して
学習を行っており、学芸員にとっても会員とのコミュニケーションは地域の歴史文化を知る上で貴重な
機会となっている。同会と博物館の間には安定した互恵関係が築けており、今後も連携を図っていきた
い。

キャリアデザイン事業

市内ガイド事業
期　間 ： ①予約ガイド　随時
　　　　②駐在ガイド　土・日・祝

事業区分：自主事業

①予約ガイドの実績

②当館駐在中のガイド実績

149 団体 3,225 人 *
うち、市民会館を含むガイドコースの実績　110 団体 2,145 人

土・日・祝日計 111 日間で 2,272 人
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１．概要と目的
　平成 21 年度に導入した博物館ボランティア事業を継続した。博物館の有人化によって、来館者のサ
ービス向上とするほか、博物館にとって有益な情報をボランティアの視点から収集すること、さらにボ
ランティアメンバー自身のキャリアデザインにつなげることも目的とする。

２．内容 
　メンバーが、開館時間のうち、9時～13時、13 時～17時の 4時間ずつの 2交代制、1人が週に 1～
2枠を担当している。展示室の受付（インフォメーションセンター）での来館者の対応をする中で、チラ
シやアンケートの配布、出版物の紹介、来館者とのコミュニケーションや解説を行う。月に 1回の連絡
会では、業務状況の確認のほか、展示切り替えに際しては説明会を実施している。また館外研修として、
足立区立郷土博物館におけるボランティア活動の視察と意見交換を行った。

３．振り返り 
　昨年度からの 13名で引き続き活動をしたが、メンバーの都合により年度末には 11名体制となった。
既存メンバーの希望を聞きつつ、博物館常時有人化のシフトとなるよう努めている。アンケートには依
然としてボランティアの親身な対応を評価する声が大変多く、メンバー個々の努力やスキルアップが感
じられる。その一方で、博物館無人状態を良く思わない声も聞かれる以上、今後もボランティアにはい
っそうの活躍が期待される。
　連絡会や研修への出席率は大変良く、モチベーションが高いことが見てとれる。また自発的な講座へ
の参加、事業へのコメント、口コミでの PRに博物館は負うところが大きい。一方で、博物館来館者と
の窓口の最前線を務めることから、クレーム等への対応などをせざるを得ない場面もあるようである。
精神的な負担が大きくならないよう連絡会や日々のコミュニケーションで留意していきたい。
　また、これまでの活動日誌の整理を連絡会で進めてきているが、ある程度の分量がたまったところで、
報告としてまとめて、紀要に掲載することを計画している。

キャリアデザイン事業

博物館ボランティア
期　間：随時
人　数：11人
業務日数：230日（半日（4時間）を 0.5 日として計算）

事業区分：委託事業
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